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はじめに

• 本資料は稚内開発建設部における競争参加資格確認
申請資料の作成上の留意事項について記載していま
す。

• 申請書や添付書類の不備により評価に反映されない
場合や失格となる場合がありますので、本資料を参照
の上で作成願います。

• 本資料は道路部門の記入様式を参考に作成していま
す。各事業部門で不整合がある場合はそれぞれ読み
替えるものとします。
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別記様式２－１（同種工事の施工実績）

企業の工事実績を示す様式である。【競争参加資格要件・加点評価項目】
過去１５年度の同種工事、より同種工事の実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
受注形態が企業体の場合は出資比率が２０％以上、開発局、地方整備局等の工事は工事成績評定点が６５点以上でなければならない。

①

①

②

③

④

⑤

⑥

②工事実績の工事名、CORINS番号
を記入する。
②開発局、地方整備局等の工事の場
合、工事成績評定点が６５点以上で
なければならない。
（工事成績評定通知書を添付する。）

①工事名、会社名を記入する。

（記載例） 道路 舗装 農業 電気 建築

構造型式 道路改良工事 舗装工事 排水路工事 電気工事 建築工事

規模・寸法
道路地盤処理工
L=800m

As舗装工
A=5,000㎡

排水路
L=500m

照明設備
N=10箇所

RC造改築
A=2,000㎡

使用機材・数量
MITS工法
Φ1600 N=500本

再生As合材
W=1,000t

泥炭土掘削
V=800m3

LED道路照明
ﾀｲﾌﾟqKSE201

耐震改修
1式

設計条件 国道40号 国道275号 サロベツ地区 豊富バイパス
稚内道路
事務所庁舎

③同種性区分（ア・イ）を選択する。
（工事実績の証明書類を添付す

る。）

④証明書類から必要事項を記入する。

⑤受注形態が企業体（JV）の場合は、
出資比率が２０％以上でなければな
らない。
（出資比率の証明書類を添付する。）

ＪＶの場合、構成員毎に作成する。
→競争参加資格は構成員のいずれか1社の
実績で可とするが、加点評価は代表者の実
績で評価する。

⑥同種条件、より同種条件を満たす
必要最低限の内容を記入する。
（添付書類で確認できる内容を記載
する。）

年度を確認する（過去１５年度）。
→期間内の工事を申請、期間より以前の
工事は認められない。

同種性、より同種性の高い工事の内容を
確認する。
→橋梁工事は確認できるが道路改良工事
を確認できない事例あり。

2



別記様式２－１に係る証明書類

証明書類は工事施工実績に係るCORINSを提出する。
CORINSで工事内容が確認できない場合、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
CORINSがない工事の場合、契約書、協定書、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
開発局、地方整備局等の工事の場合、工事成績評定通知書を提出する。

②工事内容が確認できない場合、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等で証明する。

②

③

③CORINSがない工事の場合、契約書、協定書、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等で証明する。

企業の施工実績を証明するものであり、技術者の頁は必要なし。

協定書契約書 施工計画書特記仕様書設計書 図面

協定書は企業体（JV）で受注した場合の出資比率を証明するものである。

特記仕様書設計書 図面 施工計画書

条件を証明できる資料を提出（全ての書類が必要ではない）

④開発局、地方整備局等の工事の場合、工事成績評定通知書を提出する。

④ 工事成績評定通知書

① CORINS
①CORINSで、競争参加条件である同種工事、より同種工事条件が証明できるか確認したうえで提出する。

工事成績は６５点以上でなければ施工実績と認めない。

出資比率
２０％以上
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施工実績に関する留意事項（事例紹介）

【道路改良工事の事例】
・同種性が認められる工事

道路法上の道路における道路改良工事の施工実績を有すること。
・より同種性の高い工事

同種性が認められる工事の要件を満たし、道路法上の道路における盛土量が
１０，０００m3以上の工事の施工実績を有すること。

※同種性、より同種性の条件を添付した資料で証明できるか、十分に確認する。
証明出来ない場合は、公示用設計書、図面等を添付する。

より同種性の高い工事の実績を証明する資料としてCORINSを添付。
→CORINSでは「盛土または埋戻し量」の数量が記載されているが、盛土量、埋戻
し量それぞれの数量はわからない。
→CORINSだけではなく、公示用設計書（最終）の盛土数量が確認できるページを
添付する。

設計書 図面

盛土 15,000m3

国道○○号

工事箇所
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別記様式２－２（近隣地域内での同種工事の施工実績）

・様式２－１と同じ工事実績の場合でも様式２－
２を確実に提出する。
→様式２－２に工事実績の記載がなかったため、
地域精通度を評価（２．０点）できなかった事例
あり。
・「同種性が認められる工事」でも「より同種性
の高い工事」でも配点は同じ。
・入札参加工事と「同じ事務所管内の実績」でな
ければ加点しない場合があることに注意。
・ＪＶの場合は構成員毎の評価点を平均するの
で、構成員毎に施工実績を提出する。
→３社ＪＶで代表者（１社）分の施工実績しか提
出されない場合、評価点は１／３となる。

近隣区域内における企業の工事実績を示す様式である。【加点評価項目】
過去１０年度の同種工事の実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
受注形態が企業体の場合は出資比率が２０％以上、開発局、地方整備局等の工事は工事成績評定点が６５点以上でなければならない。

①工事名、会社名を記入する。

②工事実績の工事名、CORINS番号
を記入する。
②開発局、地方整備局等の工事の
場合、工事成績評定点が６５点以上
でなければならない。
（工事成績評定通知書を添付する。）

③証明書類から必要事項を記入する。

④受注形態が企業体（JV）の場合は、
出資比率が２０％以上でなければな
らない。
（出資比率の証明書類を添付する。）

⑤同種条件、より同種条件を満たす
必要最低限の内容を記入する。
（添付書類で確認できる内容を記載
する。）

①

①

②

③

④

⑤

年度を確認する（過去１０年度）。
→様式２－１と違うので注意。
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別記様式２－３（同種工事の施工実績［港湾・漁港部門工事の一次下請け］ ）

企業の北海道開発局（港湾・漁港部門）発注工事で主作業船を使用した工事の一次下請け工事実績を示す様式である。【競争参加資格要件】
過去１５年度の同種工事の実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
北海道開発局発注工事の工事成績評定点が６５点以上でなければならない。
港湾・漁港部門工事で作業船を使用する場合に対応する。

①

②

③

④

②一次下請け工事実績を記入する。
・下請け工事実績が確認できる資料
として施工体制台帳の写し、下請け
契約書、ＣＯＲＩＮＳ等を添付する。
・作業船保有状況が確認できる資料
として登記簿、海上保険証券、納税
証明書等を添付する。
・作業船使用実績が確認できる資料
として施工計画書（作業船使用実績
がわかる箇所）を添付する。

①工事名、会社名を記入する。

③同種条件を満たす必要最低限の
内容を記入する。
（添付書類で確認できる内容を記載
する。）

年度を確認する（過去１５年度）。
→期間内の工事を申請、期間より以前の
工事は認められない。

同種性が認められる工事の内容を確認す
る。

④一次下請け工事実績のCORINS番号を
記入する。

①
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別記様式２－３に係る証明書類

・一次下請け工事実績の証明書類として施工体制台帳の写し、下請け契約書、ＣＯＲＩＮＳ等を提出する。
・作業船保有状況の証明書類として登記簿、海上保険証券、納税証明書等を提出する。
・作業船使用実績の証明書類として施工計画書（作業船の使用実績がわかる箇所）を提出する。

②作業船保有状況の証明書類

② ③

企業の施工実績を証明するものであり、技術者の頁は必要なし。
条件を証明できる資料を提出（全ての書類が必要ではない。）

協定書設計書 図面特記仕様書 施工計画書

※協定書は企業体（JV）で受注した場合の出資比率を証明するものである。

①

①施工体制台帳の写し、下請け契約書、ＣＯＲＩＮＳ等で、競争参加条件である同種工事が証明できるか確認したうえで提出する。
工事内容が確認できない場合はそのほか設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等で証明する。

出資比率
２０％以上

海上保険証券登記簿 納税証明書 施工計画書

③作業船使用実績の証明書類

①

条件を証明できる資料を提出（全ての書類が必要ではない。） 作業船の使用実績がわかる箇所を添付する。

下請け
契約書

施工体制
台帳（写） CORINS
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別記様式３－１（監理（主任）技術者等の資格・工事経験）

技術者の資格・工事実績を示す様式である。【競争参加資格要件・加点評価項目】
過去１５年度の同種工事、より同種工事の実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
受注形態が企業体の場合は出資比率が２０％以上、開発局、地方整備局等の工事は工事成績評定点が６５点以上でなければならない。
技術者の専任配置、有資格、直接的かつ恒常的な雇用関係の証明資料を添付しなければならない。
資料提出期限日まで他の工事に従事している場合は、契約締結日までに配置できる技術者でなければならない。（余裕期間制度のある工事はこの限りではない。）

①

①

③

④

⑤
⑥

⑨
⑧

⑦

⑥
⑩

⑪

⑫

①工事名、会社名を記入する。

②配置予定技術者の役職、氏名を記入する。
②直接的かつ恒常的な雇用関係の証明書類
を添付する。

③最終学歴は資格を実務経験で申請する場
合に記入する。
（学校名だけでなく学部、学科等も記入。）

④資格・免許（取得年、番号）を記入する。
（最新の資格・免許の写しを証明書類で添付
する。）

⑤同種性区分（ア・イ・ウ）を選択する。
（ア・イの場合は工事実績の証明書類を添付
する。）

⑥工事実績の工事名、CORINS番号を記入す
る。
⑥開発局、地方整備局等の工事の場合、工
事成績評定点が６５点以上でなければならな
い。（工事成績評定通知書を添付する。）

⑦証明書類から必要事項を記入する。

⑧受注形態が企業体（JV）の場合は、出資比
率が２０％以上でなければならない。
（出資比率の証明書類を添付する。）

⑨工事実績の従事役職を記入する。
（従事実績の証明書類を添付する。）

⑩同種条件、より同種条件を満たす必要最
低限の内容を記入する。（添付書類で確認で
きる内容を記載する。）

⑪資料提出期限日まで他の工事に従事してい
る場合は証明書類から必要事項を記入する。
（従事状況の証明書類を添付する。）
⑪本工事に専任配置となるための対応措置を
記入する。
特例監理技術者として兼務の場合はその旨を
記入すること。

⑫CPD等の取得状況を記入する。
（CPD等単位取得の証明書類を添付する。）

年度を確認する（過去１５年度）。

配置予定技術者の役職を確認する。
→一般建設業許可の業者は監理技術者を配
置できないにも関わらず監理技術者と記入さ
れていた事例あり。

資料提出期限日まで従事している工事は発注
機関を問わず記入する。
→他発注機関の工事について従事しているに
も関わらず記入されていなかった事例あり。

②
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⑬優良工事表彰受賞の有無を記入する。
（平成２９年から令和２年度に表彰された工事
が対象）

⑬



別記様式３－１に係る証明書類（１）

監理技術者 ・監理技術者資格者証
資 格 ・監理技術者講習修了証

工事施工実績に係るCORINSを提出する。
CORINSで工事内容が確認できない場合、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
CORINSがない工事の場合、契約書、協定書、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
開発局、地方整備局等の工事の場合、工事成績評定通知書を提出する。
１級土木施工管理技士等の技術検定合格証明書を提出する。
監理技術者は監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を提出する。
CPD等単位取得を証明する書類を提出する。

⑤⑥⑦⑧工事施工実績に係る証明書類は別記様式２－１と同じ。
⑨従事役職、従事期間の確認を行う。

施工実績 ・CORINS
・CORINSで工事内容が確認できない場合 → 設計書、特記仕様書、図面、施工計画書
・CORINSがない工事 → 契約書、協定書、設計書、図面、施工計画書等
・工事成績評定通知書
・現場代理人等通知書

④資格・免許

技術者資格 ・１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格
実務経験で申請する場合は、実務経験証明書

実務経験年数の記入方法は監理技術者実務
経験証明書における記入方法と同様

資格者証、講習修了証の有効期間は
交付日から５年後の１２月３１日まで講習修了証

実務経験証明書
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別記様式３－１に係る証明書類（２）

工事施工実績に係るCORINSを提出する。
CORINSで工事内容が確認できない場合、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
CORINSがない工事の場合、契約書、協定書、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
開発局、地方整備局等の工事の場合、工事成績評定通知書を提出する。
１級土木施工管理技士等の技術検定合格証明書を提出する。
監理技術者は監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を提出する。
CPD等単位取得を証明する書類を提出する。

直接的かつ恒常的な雇用関係
・監理技術者資格者証で３カ月以上の雇用が確認できればよい。

会社名の確認
交付月日で３カ月以上の雇用を確認

監理技術者資格者証で確認できない場合
（監理技術者資格者証の更新日が資料提出期限日の３カ月未満である場合を含む）

健康保険被保険者証 または、市町村が作成する住民税
特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）を提出する。

住民税特別徴収税額通知書
（特別徴収義務者用）

資料提出期限日まで他の工事に従事している場合
・従事工事状況を証明するCORINSを提出する。
・CORINSがない場合は、契約書、現場代理人等通知書、施工計画書等で証明する。
・担当技術者であっても従事状況を申請する。

CORINS 契約書 現場代理人
等通知書

施工計画書

従事状況を証明できる資料を提出（全ての書類が必要ではない）
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別記様式３－１に係る証明書類（３）

工事施工実績に係るCORINSを提出する。
CORINSで工事内容が確認できない場合、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
CORINSがない工事の場合、契約書、協定書、設計書、特記仕様書、図面、施工計画書等を提出する。
開発局、地方整備局等の工事の場合、工事成績評定通知書を提出する。
１級土木施工管理技士等の技術検定合格証明書を提出する。
監理技術者は監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を提出する。
CPD等単位取得を証明する書類を提出する。

海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度による工事実績がある場合
・CORINS
・CORINSがない場合は、国土交通省が発行する海外認定・表彰制度の認定証の写し及び当該工事の内容について確認できる資料
・認定書の写しを提出できない場合は国土交通省が認定対象を当該企業等に通知した文書の写し

CORINS
海外認定・
表彰制度の

認定証

当該工事の
内容が確認
できる資料

国土交通省
が認定対象
を当該企業
等に通知した
文書の写し

11



【ＣＰＤ等証明書について】
・ＣＰＤ等の証明書は証明日と証明期間が入札説明書（別表４）記載の期間内であることを確
認する。
→証明期間が１年間の場合、２０２１年４月１日以降の任意の１年間で１０ユニット以上の証明
をする必要があるが、４月より前の期間が含まれていると、期間内に指定の単位数を取得して
いるか確認できない。（ただし、内訳書も添付し、２０２１年４月以降に指定の単位数を取得して
いることを確認できれば評価する。）

－証明期間の考え方（１年間の場合）－

２ ４ ５ ５ ３ ２

別記様式３－１・３－３に係る証明書類（ＣＰＤ等証明書）

12

評価する
（内訳書を添付

している場合）

評価しない

評価する

資料提出期限日
22/8/1

４ ２ ４ ５ ５ ３ ２

４ ２ ４ ５ ５ ３ ２

取得単位数の確認期間

ケース①

ケース②

ケース③

２１

５

２１

有効単位数

12

21/4/1

※確認事項
証明期間は１年～５年があり、いずれの実績でも評価する
が、 証明期間を再確認する。

◎ＣＰＤ等の証明期間について
新型肺炎感染拡大防止措置（特例措置）による入札手続き対応に伴い、令和２年４月１日以降
公告工事より２月１日から資料の提出期限日までの任意の１年～５年間としていましたが、現在
は４月１日から、資料の提出期限までの間の任意の１～５年間を対象となっています。



⑤資料提出期限日まで他の工事に従事してい
る場合は証明書類から必要事項を記入する。
（従事状況の証明書類を添付する。）
⑤本工事に専任配置となるための対応措置を
記入する。

④資格・免許（取得年、番号）を記入する。
（最新の資格・免許の写しを証明書類で添付
する。）

③最終学歴は資格を実務経験で申請する場
合に記入する。
（学校名だけでなく学部、学科等も記入。）

②監理技術者補佐の氏名を記入する。
②直接的かつ恒常的な雇用関係の証明書類
を添付する。

①工事名、会社名を記入する。

別記様式３－１ａ（監理技術者補佐の資格）

監理技術者補佐の資格を示す様式である。【監理技術者補佐を配置する場合に提出する様式】
監理技術者補佐の専任配置、有資格、直接的かつ恒常的な雇用関係の証明資料を添付しなければならない。
資料提出期限日まで従事している工事は発注機関を問わず記入する。
資料提出期限日まで他の工事に従事している場合は、契約締結日までに配置できる技術者でなければならない。（余裕期間制度のある工事はこの限りではない。）

①

③
④

⑤

②

13

⑤

①



別記様式３－２（監理（主任）技術者等の工事成績）

技術者の工事成績を示す様式である。【加点評価項目】
過去１０年度の対象工事は、開発局発注工事で、当該工事と同じ工事区分、指定する工事区分の工事でなければならない。
受注形態が企業体の場合は出資比率が２０％以上でなければならない。

①

①

②

③

④

⑤

⑥

④

技術者届
CORINS

設計書

契約書工事成績
評定通知書

現場代理人
等通知書

図面

特記仕様書

施工計画書

CORINSがない場合として、工事請負金額が500万円
未満の工事が考えられる。

CORINSの登録年次が古い場合、従事期間が明示されていない
場合があるため、従事したことを示す技術者氏名が記載されてい
る施工計画書、体制台帳等を提出する。
（社印を押し自らが証明書を発行した書類は認めない）

施工計画書

監理技術者 ○○ ○○

施工管理表

体制台帳

①工事名、会社名を記入する。

②配置予定技術者の役職・氏名を記入する。

③開発局発注工事で、同じ工事区分、指定する工事
区分の工事を選定する。

工事は以前所属していた会社で施工した工事でも
評価する。

④工事成績の工事名、評価点、CORINS番号を記入
する。

⑤証明書類から必要事項を記入する。

⑥従事期間は工期の１／２以上、従事していなけれ
ばならない。
（従事期間を証明する書類を添付する）

⑦証明書類は、工事成績評定通知書と施工実績に
係るCORINSを提出する。
CORINSがない場合は、契約書、現場代理人等通知
書、工事区分を証明する設計書、特記仕様書、図面、
施工計画書等の資料を提出する。

⑦

役職・氏名を確実に記入する。
→配置技術者名の記入漏れ（様式ひな形
のまま）の事例あり。

過去１０年度（平成２４～令和３年度）の工
事成績が対象となり、当該年度（令和４年
度）の工事成績は評価しない。
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別記様式3-3（監理（主任）技術者等の資格・工事経験［港湾・漁港部門工事の一次下請け］）

①

③

④

⑤

⑧

⑦

⑥

①工事名、会社名を記入する。

②配置予定技術者の役職、氏名を記入する。
②直接的かつ恒常的な雇用関係の証明書類
を添付する。

⑥資格・免許（取得年月日、番号）を記入する。
（最新の資格・免許の写しを証明書類で添付
する。）

③一次下請け工事実績を記入する。
・一次下請け工事実績が確認できる資料とし
て施工体制台帳の写し等を添付する。
・作業船保有状況が確認できる資料として登
記簿、海上保険証券、納税証明書等を添付
する。
・作業船使用実績が確認できる資料として施
工計画書（作業船使用実績がわかる箇所）を
添付する。

④一次下請け工事実績のCORINS番号を記
入する。

⑦資料提出期限日まで他の工事に従事してい
る場合は証明書類から必要事項を記入する。
（従事状況の証明書類を添付する。）
⑦本工事に専任配置となるための対応措置を
記入する。
特例監理技術者として兼務の場合はその旨を
記入すること。

⑧CPD等の取得状況を記入する。
（CPD等単位取得の証明書類を添付する）

年度を確認する。（過去１５年度）

配置予定技術者の役職を確認する。
→ 一般建設業許可の業者は監理技術者を
配置できないにも関わらず監理技術者と記入
されている事例あり。

資料提出期限日まで従事している工事は発注
機関を問わず記入する。
→他発注機関の工事について従事しているに
も関わらず記入していなかった例あり。

②

技術者の資格・北海道開発局（港湾・漁港部門）発注工事で主作業船を使用した工事の一次下請け工事実績を示す様式である。【競争参加資格要件】
過去１５年度の同種工事の工事実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
北海道開発局発注工事の工事成績評定点が６５点以上でなければならない。
技術者の専任配置、有資格、直接的かつ恒常的な雇用関係の証明資料を添付しなければならない。
資料提出期限日まで他の工事に従事している場合は、契約締結日までに配置できる技術者でなければならない。（余裕期間制度のある工事はこの限りではない。）
港湾・漁港部門工事で作業船を使用する場合に対応する。

同種性が認められる工事の内容を確認する。

⑤同種条件を満たす必要最低限の内容を記入
する。
（添付書類で確認できる内容を記載する。）

①
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⑨優良工事表彰受賞の有無を記入する。
（平成２９年から令和２年度に表彰された工事
が対象）

⑨



別記様式３－３に係る証明書類（１）

監理技術者 ・監理技術者資格者証
資 格 ・監理技術者講習修了証

・一次下請け工事実績の証明書類として施工体制台帳の写し等を提出する。
・作業船保有状況の証明書類として登記簿、海上保険証券、納税証明書等を提出する。
・作業船使用実績の証明書類として施工計画書（作業船の使用実績がわかる箇所）を提出する。
・配置予定技術者の資格・免許の証明書類として１級土木施工管理技士等の技術検定合格証明書または同等以上の実務経験証明書を提出する。
・監理技術者資格取得者は監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を提出する。

③⑤一次下請け工事実績に係る証明書類は別記様式２－３と同じ。

一次下請け工事実績 ・施工体制台帳の写し、下請け契約書、ＣＯＲＩＮＳ等
作業船保有状況 ・登記簿、海上保険証券、納税証明書等
作業船使用実績 ・施工計画書（作業船の使用実績がわかる箇所）

⑥資格・免許

技術者資格 ・１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格
実務経験で申請する場合は、実務経験証明書

実務経験年数の記入方法は監理技術者実務
経験証明書における記入方法と同様

資格者証、講習修了証の有効期間は
交付日から５年後の１２月３１日まで講習修了証

実務経験証明書

16



別記様式３－３に係る証明書類（２）

・直接的かつ恒常的な雇用関係の証明資料として監理技術者資格者証（３カ月以上の雇用が確認できる場合）、監理技術者資格者証で確認できない場合は健康保険
被保険者証または住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）を提出する。
・資料提出期限日まで他の工事に従事している場合は証明書類として従事状況を証明するCORINSまたは契約書、現場代理人等通知書、施工計画書等を提出する。
・CPD等加入者でCPD等単位取得者はCPD等単位取得を証明する書類を提出する。

直接的かつ恒常的な雇用関係
・監理技術者資格者証で３カ月以上の雇用が確認できればよい。

会社名の確認
交付月日で３カ月以上の雇用を確認。

監理技術者資格者証で確認できない場合
（監理技術者資格者証の更新日が資料提出期限日の３カ月未満である場合を含む。）

健康保険被保険者証 または、市町村が作成する住民税
特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）を提出する。

住民税特別徴収税額通知書
（特別徴収義務者用）

資料提出期限日まで他の工事に従事している場合
・従事工事状況を証明するCORINSを提出する。
・CORINSがない場合は、契約書、現場代理人等通知書、施工計画書等で証明する。
・担当技術者であっても従事状況を申請する。

CORINS 契約書 現場代理人
等通知書

施工計画書

従事状況を証明できる資料を提出（全ての書類が必要ではない。）
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別記様式４（当該工事での留意事項等）

参加資格要件となる施工計画（書面評価）の様式である。【競争参加資格要件・加点評価項目】
施工計画が適正でなければ、競争参加資格は認められない。
特記仕様書、共通仕様書、安全関連法規を遵守しない提案内容の場合、競争参加資格なしとなる。
配置予定技術者の過去の工事の実績・経験を踏まえた当該工事での留意事項を記入する。

①

②
A4・1枚
10ポイント以上で記載

受注者の責により、提案が履行できない場合は相応の措置（減点）が行われる。

「また」、「なお」等の接続詞を用いて異なる内容
を記載した場合は、最初に記載した提案を評価
する。

記載内容で入札参加者が断定されるような記
載はしない。
（例） H○○年度○○工事で実績あり

監督職員と協議すると定められた事項について
は記載しない。
単純に仕様書等に定められている確認回数を
増やす、添加剤等を加えて材料の耐久性や機
能等を向上させる提案は評価しない。
オーバースペックとなる提案は評価しない。
交通誘導警備員の配置については、現場条件
及び資材等運搬の周辺環境により積算計上す
る場合があることから、評価しない。

①工事名、会社名を記入する。
・項目、内容を確認する。
→聞いている内容の答えになっていない
事例がある。
（例）

・『品質管理』について聞いているのに
『工程管理』に関する記述をしている。
・『現場内』の安全管理を聞いているの
に、『一般交通』への安全管理を記述し
ている。

・提案内容は１項目に対して１提案のみ。
複数回答があっても最初の１項目目のみ
を評価する。
→２つの提案を記入、２つ目の提案は評
価できるが、１つ目の提案が評価できな
いため、評価対象外となった事例あり。
・他機関との協議が必要となる提案及び
設計未計上工種における提案は記載し
ない。

②１項目につき１提案
提案においては周辺環境など現場条件を

的確に反映して具体的に記載する。

提案内容の審査にあたっては下記の４点に
着目して実施している。

①確実性・・・

②実効性・・・

➂具体性・・・

➃公平性・・・

提案内容が工事の中で確実に施
工できる内容で確認できるものか。

提案内容を行うことにより、工事に
良い効果が期待できるか。

提案内容が具体的に記載され、現
場条件と適合しているか。

評価内容、結果が第３者から見て
不公平な判断となっていないか。
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「また」、「なお」等の接続詞を用いて異なる内容
を記載した場合は、最初に記載した提案を評価
する。

記載内容で入札参加者が断定されるような記載
はしない。
（例） H○○年度○○工事で実績あり

監督職員と協議すると定められた事項について
は記載しない。
単純に仕様書等に定められている確認回数を増
やす、添加剤等を加えて材料の耐久性や機能等
を向上させる提案は評価しない。
オーバースペックとなる提案は評価しない。
交通誘導警備員の配置については、現場条件及
び資材等運搬の周辺環境により積算計上する場
合があることから、評価しない。

施工経験に基づく施工計画の様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①

②

①

②

①

②

①

②

項　目　４ ○○○○について

施工上、留意が必要と考える内容（課題）

その課題への対応方法（施工方法、確認方法、対策等）

項　目　３ ○○○○について

施工上、留意が必要と考える内容（課題）

その課題への対応方法（施工方法、確認方法、対策等）

項　目　２ ○○○○について

施工上、留意が必要と考える内容（課題）

その課題への対応方法（施工方法、確認方法、対策等）

項　目　１ ○○○○について

施工上、留意が必要と考える内容（課題）

その課題への対応方法（施工方法、確認方法、対策等）

（別記様式４） 施工能力評価型Ⅰ型①（施工計画重視型）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙A４）

当該工事での留意事項等

工事名：

会社名：

■当該工事での留意事項等

　本工事は○○○○で行われることから、様々な制限が課せられる工事である。特に○○○○の対応が必須で
あり、施工のみならず○○○○における○○○○等が強く求められる。このことを踏まえ、下記の各項目に関し
て、①施工上、留意が必要と考える内容（課題）、②その課題への対応方法（施工方法、確認方法、対応等）につ
いて、具体的に記載願います。

別記様式４（当該工事での留意事項等（施工計画重視型））

施工計画（書面評価）の様式である。【競争参加資格要件・加点評価項目】
施工計画が適正でなければ、競争参加資格は認められない。
特記仕様書、共通仕様書、安全関連法規を遵守しない提案内容の場合、競争参加資格なしとなる。
配置予定技術者の過去の工事の実績・経験を踏まえた当該工事での留意事項を記入する。

①

②
A4・1枚
10ポイント以上で記載

受注者の責により、提案が履行できない場合は相応の措置（減点）が行われる

①工事名、会社名を記入する。

②施工上、留意が必要と考える内容には
「施工上の課題」を記載、その課題への対
応方法には「施工方法、確認方法、対策等
の工夫」を記載する。
提案はそれぞれ１件のみ記載する。
提案においては周辺環境など現場条件を
的確に反映して具体的に記入する。

提案内容の審査にあたっては下記の４点に
着目して実施している。

①確実性・・・

②実効性・・・

➂具体性・・・

➃公平性・・・

提案内容が工事の中で確実に施
工できる内容で確認できるものか。

提案内容を行うことにより、工事に
良い効果が期待できるか。

提案内容が具体的に記載され、現
場条件と適合しているか。

評価内容、結果が第３者から見て
不公平な判断となっていないか。

・項目、内容を確認する。
→聞いている内容の答えになっていない
事例がある。
（例）

・『品質管理』について聞いているのに
『工程管理』に関する記述をしている。
・『現場内』の安全管理を聞いているの
に、『一般交通』への安全管理を記述し
ている。

・提案内容は１項目に対して１提案のみ。
複数回答があっても最初の１項目目のみ
を評価する。
→２つの提案を記入、２つ目の提案は評
価できるが、１つ目の提案が評価できな
いため、評価対象外となった事例あり。
・他機関との協議が必要となる提案及び
設計未計上工種における提案は記載し
ない。
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別記様式５（地域貢献活動の実績）

企業の地域貢献活動を示す様式である。【加点評価項目】
過去3年度における稚内開発建設部管内での災害活動実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
また、社会資本整備に関するボランティア活動実績を記入し、証明資料を添付しなければならない。
災害協定の締結状況は北海道開発局、稚内開発建設部管内の自治体との締結の有無を記入し、証明資料を添付しなければならない。

活動は稚内開発建設部管内での実績を評価する。
JVの場合、構成企業毎の評価点を平均して評価する。

表彰状 新聞記事
契約書

広報記事感謝状

災害活動の概要がわかる資料

表彰状 新聞記事

広報記事感謝状

感謝状の年月日が３年以上前であっても継続的
に活動をしている資料があれば評価する。

１）農業造成施設の保全管理活動
２）農地・農業用水等の資源保全活動
３）農村環境保全活動
４）農業に関する地域防災活動
※農業に関係する活動に限定している。

協定書 証明書
管内に出動
可能な体制
を示す書類

開発局との協定の場合は以下の３点セットの提出で評価する。

①工事名、会社名を記入する。

・評価は過去３年度以降から公告開始日時点までの活動
実績を評価する。
→公告開始日を令和４年５月１日とした場合、平成３１年
４月１日以前の活動実績は評価しない。

①

①

・災害活動と評価期間の考え方は同様。
ただし、その後の活動の継続が確認できる資料（新聞

等）を添付していれば評価する。
・ボランティア活動の対象は社会資本の整備・管理に関
する活動で表彰、感謝状等を受けたものを対象とする。
→参加証では評価しない。
→祭りは社会資本の維持管理ではない。また整備資材
等の提供のみでは評価しない。
・内容として労務提供を主体としたものに限る。
また感謝状には具体的な内容を記載してないものもあ
るので、その場合内容がわかる資料（新聞記事等）も添
付する。
・農業部門の場合は、農業施設であることがわかる資
料を添付する。
・ボランティアは国、地方公共団体、特殊法人又は学校
からの表彰状（感謝状）の場合のみ評価する。
→上記機関以外からの表彰状では評価しない。

②証明書類から必要事項を記入する。
（災害活動の証明書類を添付する。）

③証明書類から必要事項を記入する。
（ボランティア活動の証明書類を添付する。）

③農業部門のボランティア活動は別基準による。

④証明書類から必要事項を記入する。（災害協定の証明書類を添付する。）

②

③

④
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災害活動、ボランティア活動の評価期間について

H31/4/1

公告開始日
R4/8/1

評価対象

評価対象外

※公告開始日を令和４年８月１日とした場合。

R2/4/1 R3/4/1 R4/4/1

過去３年度

定期的にボランティア活動を実施（新聞記事等で証明）
感謝状贈呈

新聞記事感謝状

H31.4.1以前の
日付

※過去３年度以降から公告開始日時点の活動を評価する。

※感謝状の年月日が評価対象期間外のものであっても、継続的に
活動を実施している資料を添付してあれば評価する。

H14より継続
実施
今年度で20回
目となる地域
貢献活動
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提出資料の例①

①協定書の写し ②稚内開発建設部管内に出動可能な体制
がある事を証明する書類

災害協定に関する資料

入札参加者が協定書を交わしている場合、①②の２点を提出する。

※資料提出時点での体制を確認するため、最新の書類を提出する。
※国（開発局、稚内開発建設部）との協定の場合は①②の２点、管内自治体との協定の場合は①のみ提出する。
※経常建設共同企業体の場合、構成員毎の評価点の平均点をJVの評価点とする。
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提出資料の例②

①協定書の写し
②協定に基づき災害活動等に従事
する者であることを証明する書類

③稚内開発建設部管内に出動可能
な体制がある事を証明する書類

災害協定に関する資料

※資料提出時点での体制を確認するため、最新の書類を提出する。（証明書は当該年度中に発出されたものに限る）
令和４年度公告の工事は令和４年４月１日以降の証明書を添付する。

※国（開発局、稚内開発建設部）との協定の場合は①②③の３点、管内自治体との協定の場合は①②の２点を提出す
る。（稚内建設協会加盟会社の提出は不要とする。）
※経常建設共同企業体の場合、構成員毎の評価点の平均点をJVの評価点とする。
※開発局、稚内開発建設部は次の機関と災害協定を締結している。

・（一社）建設電気技術協会北海道支部 ・（一社）北海道建設業協会 ・（一社）日本建設業連合会北海道支部
・（一社）日本埋立浚渫協会 ・（一社）日本橋梁建設協会 ・北海道舗装関係団体災害緊急対策連絡協議会
・（一社）日本建設機械施工協会北海道支部 ・（一社）河川ポンプ施設技術協会
・（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会北海道支部 ・（一社）全日本漁港建設協会北海道支部
・（一社）北海道土地改良建設協会 ・宗谷電業協会（例③による）

入札参加者が加盟している建設業団体が協定書を交わしている場合、
①②③の３点を提出する。

例）活動地域の記載がある
体制表など

証明書月日の
切替日は4月1日

23

・令和４年度公告の工事は令和４年４月１日以降の証明書を添付する。



提出資料の例③

①協定書の写し ②協定に基づき災害活動等に従事
する者であることを証明する書類

③会員名簿の写し

災害協定に関する資料

※資料提出時点での体制を確認するため、最新の書類を提出する。（証明書は当該年度中に発出されたものに限る）
令和４年度公告の工事は令和４年４月１日以降の証明書を添付する。

※経常建設共同企業体の場合、構成員毎の評価点の平均点をJVの評価点とする。

宗谷電業協会の場合、①②③の３点を提出する。

24

証明書月日の
切替日は4月1日

・令和４年度公告の工事は令和４年４月１日以降の証明書を添付する。



感謝状

・感謝状には具体的な内容が記載されていない。
内容がわかる資料（新聞記事等）が必要。

・祭りは社会資本の維持管理ではない。
・整備資材等の提供では労務提供の有無が判断
できない。
・自治会長名の感謝状では評価しない。

・参加証は感謝
状と認めない。

※農業部門のボランティア活動は、入札説明書に示す表彰要領により評価する。
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別記様式６（ＮＥＴＩＳ及び有用な新技術の活用）

当該工事の工種における技術開発実績、有用な新技術の活用を示す様式である。【加点評価項目】
技術開発ではNETIS登録の証明資料を添付しなければならない。
有用な新技術の活用は有用であることを証明する資料を添付しなければならない。

当該工事の関連分野における技術開発の有無の関連分野とは「当該工事で施工する工種」のことである。
技術開発（①）と有用な新技術（②）は重複加点しないが、同じ技術の場合は重複加点する。
発注者が指定した技術は評価しない。

NETIS登録者と記載されていない場合は、技術開
発者であることが証明できる資料を提出する。

①工事名、会社名を記入する。

・「有用な新技術」の場合に評価します。
・Ｈ２８．８月から「施工計画（別記様式４）」
で記載した新技術(NETIS)は、企業評価の
「有用な新技術(NETIS) の活用（別記様式
６） 」の項目でも重複して評価対象として
います。ただし、「企業評価（別記様式６）」
での新技術(NETIS)に関する必要事項の
記載とNETIS登録証明書の添付がなけれ
ば重複評価しませんので留意してください。

①

②当該工事の工種における技術開発
証明書類から必要事項を記入する。
（NETIS登録の証明書類を添付する。）

③有用な新技術の活用
証明書類から必要事項を記入する。
（有用な新技術の証明書類を添付する。）

②

③

①
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別記様式６（ＮＥＴＩＳ及び有用な新技術の活用）

・技術の位置付け欄に表示がないもの及び適用期間が終
了しているものは「有用な新技術」とならない。
（令和２年１月１４日よりＮＥＴＩＳのＷＥＢサイトがリニューア
ルされました。）

※入札公告後に有効期限となった場合は評価する。

入札公告日 資料提出期限日
有用な新技術
の有効期限

公告日以降の月日でなけ
れば評価しない。

当該工事の工種における技術開発実績、有用な新技術の活用を示す様式である。【加点評価項目】
技術開発ではNETIS登録の証明資料を添付しなければならない。
有用な新技術の活用は有用であることを証明する資料を添付しなければならない。

新技術情報提供システム
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Explanati
on/MainExplanation.asp
より、検索し「技術の位置付け（有用な新技
術）」「旧実施要領における技術の位置付け」に
表示がある頁を提出する。

工事に使用する新技術の技術区分は
１）工法
２）材料
３）機械
４）製品
５）システムの中から記入する。

27

ここに表示がない新技術は「有用な新技術」の加点対象にならない。



別記様式６－１（新技術導入促進（Ⅰ）型 提案様式）

テーマは発注者側で設定

新技術は有用な新技術ではなくても良い。

具体的な施工方法、使用箇所を記載する。
提案内容が有効かつ具体的である場合に評価
する。
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別記様式８（ＩＣＴ施工技術の活用）

企業のICT施工技術の活用を示す様式である。【加点評価項目】
施工者希望Ⅰ型のICT活用工事が対象で、工種に応じた様式がある。（土工、舗装工）
ICT活用工事には、土工、アスファルト舗装工事、または舗装を含む一般土木工事がある。

①

②

全段階において、ICT施工技術を活用する場合に
評価する。
（部分的に活用する場合は評価しない。）

全て活用とはICT施工技術を建設生産プロセス
の全ての段階で活用することである。

１）3次元起工測量
２）3次元設計データ作成
３）ICT建設機械による施工
４）3次元出来形管理等の施工管理
５）3次元データの納品 の全て活用する。

施工者希望Ⅰ型において、
１）総合評価で加点評価する
２）工事成績で加点評価する
３）必要経費は変更計上する としています。

①工事名、会社名を記入する。

②全活用を選択した場合に評価する。

・施工者希望Ⅰ型の場合、評価対象
となる。
→対象工事は入札説明書、特記仕
様書で明示する。

・「全て活用する」のチェック欄が
□→■となる場合、加点評価（２点）
の対象となる。
→部分的な活用の場合は評価しな
い。

①

活用計画が
わかる資料

○証明書類

施工計画書等
（ICTを活用する計画が
わかるものを添付）
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・発注者の指定によって実施する技術は評
価しない。

・「ＩＣＴ施工技術の活用」と「関連分野での技
術開発実績【ＮＥＴＩＳ登録】及び有用な技術
の活用（別記様式６）」との重複加点はしない。

・「ＩＣＴ活用施工に係る技術」について「施工
計画（別紙様式４）」では評価しないが、「ＩＣＴ
活用施工に係る技術」を応用した場合のみ、
その応用部分について評価する。



別記様式８（ＩＣＴ施工技術の活用）（港湾・漁港部門工事）

企業のICT施工技術の活用を示す様式である。（港湾・漁港部門工事対象）【加点評価項目】
施工者希望Ⅰ型のICT活用工事が対象で、工種に応じた様式がある。（浚渫工、基礎工、ブロック据付工）

①

②

全段階において、ICT施工技術を活用する場合に
評価する。
（部分的に活用する場合は評価しない。）

全て活用とはICT施工技術を建設生産プロセス
の全ての段階で活用することである。

１）3次元起工測量
２）3次元数量計算
３）ICTを活用した施工
４）3次元出来形測量
５）3次元データの納品 の全て活用する。

施工者希望Ⅰ型において、
１）総合評価で加点評価する
２）工事成績で加点評価する
３）必要経費は変更計上する としています。

①工事名、会社名を記入する。

②全活用を選択した場合に評価する。

・施工者希望Ⅰ型の場合、評価対象となる。
→対象工事は入札説明書、特記仕様書で明示する。

・「全て活用する」のチェック欄が□→■となる場合、加点評
価（２点）の対象となる。
→部分的な活用の場合は評価しない。

①

活用計画が
わかる資料

○証明書類

施工計画書等
（ICTを活用する計画が
わかるものを添付）
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・発注者の指定によって実施する技術は評
価しない。

・「ＩＣＴ施工技術の活用」と「関連分野での技
術開発実績【ＮＥＴＩＳ登録】及び有用な技術
の活用（別記様式６）」との重複加点はしない。

・「ＩＣＴ活用施工に係る技術」について「施工
計画（別紙様式４）」では評価しないが、「ＩＣＴ
活用施工に係る技術」を応用した場合のみ、
その応用部分について評価する。



別記様式９（登録基幹技能者等の活用）

登録基幹技能者等の配置を示す様式である。【加点評価項目】
元請又は下請企業が配置するものを評価する。（監理（主任）技術者は評価の対象としない。）
複数の技能者、複数資格を提出しても重複評価はしない。

①

②

③

④
表彰を受けた年度を含む10年間を有効とする。
H27年以前に表彰されている場合は、R7年度ま
で評価対象とする。

①工事名、会社名を記入する。

②登録基幹技能者の会社名、氏名を記入する。

③優秀施工者国土交通大臣顕彰者の会社名、
氏名を記入する。

④技能士の会社名、氏名を記入する。

・技能士は特級、１級、単一等級を
評価する。
→２級、３級は評価しない。

・配置する登録基幹技能者等は入
札説明書に求める工種の作業期間
全てに従事させる必要がある。
・申請した技能者を工事着手前に提
出する施工計画書に反映させる。
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別記様式10（工事に使用する作業船の申請）

工事に使用する作業船の保有状況及び新造船または環境性能の高い作業船の使用を示す様式である。【加点評価項目】
港湾・漁港部門工事で作業船を使用する場合に対応する。
「新造船の使用」と「環境性能の高い作業船の使用」は重複して評価できない。

①

②

⑤

①工事名、会社名を記入する。

②自社、共有のいずれかに○を付ける。
共有の場合は保有比率も記載する。

⑤作業船の諸元を記載する。

32

○作業船の保有比率と保険支払い比率が
確認できる資料として登記簿、船舶検査証
書、日本船舶明細書、海上保険証券、共同
保有契約書の写し等当該船舶への保有比
率または保険支払い比率がわかる資料及
びファイナンスリースであることがわかる資
料を添付する。
非自航船等の船舶検査証書を持たない作
業船については（一社）日本作業船協会発
行「現有作業船一覧」または（一社）北海道
建設業協会港湾・漁港部会発行「北海道港
湾・漁港工事用作業船一覧表」の公告時点
における最新版の写しでも可とする。

○窒素酸化物放出値が確認できる資料とし
て一覧表に記載した原動機に対する「国際
大気汚染防止原動機証書」及び「国際大気
汚染防止原動機証書の追補」の写しを添付
する。
着脱式のクレーン付台船の場合は搭載す
る原動機の仕様が確認できる書類を添付
する。

○作業船の建造時に設置された原動機を
撤去し代替えとして設置された原動機及び
中古船の買収への出資比率や製造後の期
間を確認する資料として「売買契約書」等の
写しを添付する。

③有（新造船）、有（環境性能）、有（平成２
２年以前基準）、無のいずれかに○を付け
る。 ③

④自社、共同のいずれかに○を付ける。
共同の場合は出資比率も記載する。

④

⑥

⑥工事に使用する作業船に設置された原
動機一覧には、作業船建造時に設置され
た原動機もしくは建造時に設置された原
動機を撤去した場合は、代換えとして設
置された原動機すべてを記載する。

入札説明書に記載されている作業船
であるか確認する。

○作業船を子会社が保有または子会社と
共有している場合は、親会社が子会社の株
式を保有していることを確認できる資料とし
て「株主名簿記載事項証明書」等の写しを
添付する。

○新造船については、登記簿、売買契約書、
日本船舶明細書、共同保有契約書の写し
等財産保有や出資比率がわかる資料を添
付する。

※添付資料については必要箇所以外は
マスキングしても良い。



別記様式１２（工程表）

施工計画が適正であることを確認するための様式である。【競争参加資格要件】
施工能力評価型Ⅰ型②、地域維持型の工事に対応する。

①

②

③

①工事名、会社名を記入する。

②工期を記入する。

③項目欄には設計書の工種を記入
し、数量も具体的に記入すること。

④

④必要に応じて補足説明を記述。

⑤⑤留意事項は３項目程度を必ず記
入する。

・主要工種は必ず記入する。
→工種に漏れがあると工程が
適正か判断できない。

・特記仕様書に示した制約条件等を
加味した実施可能な工程とする。
→工期前、工期後に工程がある、ま
たは明らかに実現不可能と思われる
工程の場合は「不可」となり、競争参
加資格なしとなる。

各工種の工程をバーチャートで表現す
る。工事工期と合致していなければな
らない。

制約条件等、バーチャートの補足を行
う。

留意事項は必須項目となっている。
重要なものから記述する。
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○不可の場合、競争参加資格なしとなる。
○平成３１年１月公告工事よりヒアリングを実施する。（道路維持除雪工事）



別記様式１３（一括審査にかかる参加希望一覧表）

参加希望の有無とどの工事に資料等を添付するかを確認するための資料である。【競争参加資格要件】
一括審査方式の場合に対応する。

①

①

②

①工事名、会社名を記入する。

②対象工事について参加希望の有無に
○を記入し、資料等を添付する工事にも
○を記入する。

・本資料に記載がない場合、添付している
工事以外の工事については希望及び資
料の提出がないと見なされる。
→例えば①～③工事で①工事に資料の
添付があり、本資料の提出がない場合は、
②、③工事については競争参加資格なし
となる。

一括審査方式とは、総合評価落札方式における企業の技術力審査、評価を効率化するため、一定条件を満たす２以上の工事において、提出する技術資料の内容を
同一とし、手続きを簡素化する方式である。

【条件】
・工事の目的、内容が同種で、技術力審査、
評価の項目が同じ
・業種区分、等級が同じ
・施工地域が近接
・施工計画又は技術提案のテーマが同一
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別記様式１４（維持除雪作業機械及び運転員配置計画）

維持除雪作業機械及び運転員の配置計画を確認するための資料である。【競争参加資格要件】
道路維持除雪工事に対応する。

①

②

①

①工事名、会社名を記入する。

②特記仕様書等に示されている官貸
機械は全て記入する。また自社持ち
等の機械を準備できる場合はそれに
ついても記入する。

・機械の名称は特記仕様書に記載
されている通りに記入する。
→特記仕様書の名称と違うと内容
が適正か確認できない。

除排雪作業で同時稼働する機械の兼用
乗車は認めない。
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別記様式１５（その他の技術的特性【舗装】）

（別記様式１５） （用紙A4）

）

会社名

（１級の有資格者数　　　人、２級の有資格者数　　　人）

注１）当該技術者は元請と恒常的雇用関係にある技術者で当該工事に専任配置する場合に限る。

注２）当該工事に専任配置する監理技術者又は主任技術者が当該資格を有する場合も含む。

　当該工事に配置予定の技能者について、次表に記入すること。

　当該工事に配置予定の技能者の全人数 人

うち、元請に雇用されている人数 人

うち、子会社である１次下請けに雇用されている人数 人

　当該工事に配置予定の主要機械について、次表に記入すること。

舗装施工管理
技術者の配置

　当該工事に配置予定の舗装施工管理技術者（(社)日本道路建設業協会）について、次のいずれ
かを○で囲み、配置ありの場合は、かっこ内に該当する人数を記入すること。

　　配置有り

その他の技術的特性
（工事名：

項目 　　当該工事における施工体制

　　配置無し

技能者の配置

主要機械の配
置

モーター

グレーダ

路　面

ヒータ

Ｃｏ

フィニッシャ

マカダム

ローラ

タイヤ

ローラ
振動ローラ

Ａｓ

フィニッシャ

うち、元請が保有

又は長期リースし

ている台数

当該工事に配置
予定の主要機械
の全台数

注５）主要機械とは、Asフィニッシャ、Ｃｏフィニッシャ、マカダムローラ、タイヤローラ、振動ロー

ラ、モーターグレーダ、路面ヒータに限る。

計

注６）長期リースとは、３年以上の契約に限る。それ以外のリースはレンタルとする。

注７）子会社とは、元請と連結決算を行っている会社に限る。

注３）技能者とは、職長、主要機械のオペレーター、レーキマンに限る。

注４）子会社とは、元請と連結決算を行っている会社に限る。

うち、子会社であ

る１次下請が保有

している台数

企業のその他技術特性を示す様式である。【加点評価項目】
工事区分が「舗装」の場合に対応する。

①

①

②

③

④

技能者の配置数は予定している施工のピーク
時とする。
技能者は職長、主要機械のｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、ﾚｰｷﾏﾝ
に限る。

主要機械の配置数は予定している施工の
ピーク時とする。
主要機械はAsﾌｨﾆｯｼｬ、Coﾌｨﾆｯｼｬ、ﾏｶﾀﾞﾑ
ﾛｰﾗ、ﾀｲﾔﾛｰﾗ、振動ﾛｰﾗ、ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ、路
面ﾋｰﾀに限る。
長期リースは３年以上の契約に限る。（以外
のリースはレンタルとする）

JVの場合、構成企業全体の人数、台数で
評価する。

資格証

１級×１．０
２級×０．５

①工事名、会社名を記入する。

②舗装施工管理技術者の配置。
（１．０以上）
（資格証を添付する。）

③技能者の元請比率（０．７以上）

④主要機械の元請比率（０．５以上）
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別記様式１９－１又は１９－２（従業員への賃上げ計画）

従業員への賃上げ計画の表明書。【加点評価項目】
全工事区分に対応する。
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・別記様式19-1又は19-2、添付書類（法人税申告書別表）を
提出する。
・中小企業の場合は、必ず法人税申告書別表を添付。
・ＪＶの場合は、構成企業すべての表明申告を以って評価す
る。（JV構成員のうち１社でも表明が無ければ加点しない）

法人税申告書別表



その他留意事項

その他添付漏れが多い事項について、資料提出前に再度確認願います。

①健康保険被保険者証等の写し【競争参加資格】

直接的かつ恒常的な雇用関係を確認するため健康保険被保険者証又は住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者
用）のコピーを添付する。

ただし、監理技術者資格者証の写しで３カ月以上前に更新されたものであれば雇用関係を確認する資料として認める。

②総合評定値通知書等の写し【競争参加資格】

③見積書（見積活用方式、見積徴収方式の場合）【競争参加資格】

④年間維持除雪工事の施工実績

道路部門の「一般土木」においては、当該工事と同一管内で維持除雪工事を連続５年以上受注している場合は評価対
象（０．５点）となるので、確認できる書類（契約書、コリンズ等）を添付する。

⑤海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度の表彰状の写し

令和３年８月１日以降公告工事より海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により表彰されていれば優良工事表
彰の評価対象となるので、表彰状の写しを添付する。

表彰状の写しが無い場合は国土交通省が表彰対象を当該企業等に通知した文書の写しを添付する。

総合評定値通知書

経営状況分析結果通知書

経営規模等評価結果
通知書

又は
申請書等の写し

経営事項審査の申請中の場合
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その他留意事項

北海道開発局優良工事表彰（技術者）の確認資料について。

①健康保険被保険者証等の写し
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・入札公告時点で参加企業に３年間継続して在籍していない者については、加点対象となりません。
・今後、入札に参加する工事において該当する場合はその都度、技術資料の添付書類として参加企業に３年
間在籍していることが確認できる書類の提出が必要。

参加企業に３年間継続して在籍しているか確認するため健康保険被保険者証又は

住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）のコピーを添付する。

ただし、監理技術者資格者証の写しで３年以上前に更新されたものであれば雇用関係を

確認する資料として認める。

・監理技術者資格者証で３年以上の雇用が確認できればよい。

会社名の確認
交付月日で３年以上の雇用を確認

健康保険被保険者証 または、市町村が作成する住民税
特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）を提出する。

住民税特別徴収税額通知書
（特別徴収義務者用）

・監理技術者資格者証で確認できない場合
（監理技術者資格者証の更新日が入札公告日の３年未満である場合を含む。）


